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シンポジウム報告に対するコメント・討論

,. コメンテイターからのコメント
［コメント,]

矢崎俊治（拓殖大学北海道

きたい。
それから第二に、浦谷さん、志賀さんはいずれ

短期大学）

も酪農をとりあげているが、その点についてであ
本日のテーマである担い手像と地域支援システ

る。まず、浦谷さんにお聞きしたいのは、酪農に

ムをめぐって、新農政改革と北海道農業の進路と

おける労働問題の改善方法のひとつとして粗飼料

の関連について具体的なコメソトをさせていただ

生産の受委託組織が位置づけられ報告されたが、

きたい。

そのなかで多頭型志向の委託農家を対象とした受

まず第ーに、新農政改革で提示している担い手

託組織がより安定的であると整理されている。そ

像の展望について、各報告者がどのように考えて

の場合、多頭型志向の委託農家それ自体の経営的

いるのか、についてお聞かせ願いたい。新農政改

なあるいは経済的な不安定性というのはないのか

0年後を
革の骨子を私流にまとめてみると、特に 1

どうか、という点について率直なご意見なりお考

想定して、とくに稲作経営を軸に、 1
0
"
‑
'
2
0
h
a規

えをお聞かせ願いたい。それからもう一点は、今

模の個別経営体を 1
5万戸程度、そして 1から数集

後も受託組織の方向として、営農指導事業と関連

落を単位とする組織経営体を 2万として稲作生産

させて農協がその機能と役割を果たすことが求め

の 8割を担っていく、という展望を出している。

られてきている状況にある。その場合に、労働問

特にそこで問題となる点は、新農政改革の全体の

題の改善方向のひとつとして中小規模志向型酪農

文章を読んでもそうだが、一言も家族経営という

の存在を見直す必要があるのではないかという点

言葉が使われなくなったことだ。家族経営とは異

である。これは、新農政改革が出された後、 JA

質な経営というか、それを個別経営体、あるいは

北海道グループが新農政改革に対する要請文とし

組織経営体という言葉で言っているわけだが、そ

て書かれた部分にあるが、そこにマイペース型酪

の内容はやはり企業経営的な思考、発想があるの

農という言葉が出ている。そのマイペース型酪農

ではないかと思う。その点に関連してまず、浅見

あるいは低投入型酪農というものの存在、あるい

さんに対して、そういう 1
0年後の担い手像を展望

は再評価と言うのは基本的な酪農における労働問

する場合に、今後、理論的には企業的な経営が展

題の改善方向のひとつの提起となりはしないか、

望されていくのだと捉えているのか、その点をお

その点についてのお考えをお聞かせ願いたい。あ

伺いしたい。関連して、浦谷さんと志賀さんの報

わせてマイペース型酪農という言葉を JA北海道

告の軸になっているのは、地域支援組織というこ

グループが記述している内容を紹介したい。

とですが、その前提となる担い手というのは企業

激な大規模化による弊害を回避し経営内部の効率

的経営として捉えているのか、あるいは家族経営

化による体質強化をはかり、家族労働力を主体と

として捉えているのか、その点をお聞かせいただ

した比較的穏やかな規模拡大、および現状規模の
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「
急

維持を志向する経営体の確立を図る」。これがマ

地縁組織であるが、一種の生産者組織であると思

イペース型酪農経営といっている言葉だが、そう

うが、だとするならばこの組織は農業経営の動向

いう方向が今後どう評価されてくるか、あわせて、

と密接な関係をもつはずであり、それを基盤とす

それの支援体制は、粗飼料受委託組織という方向

る地域農業組織あるいは地域の社会組織も農業経

なのか、あるいはまた別の方法になるのか、この

営の動向に極めて敏感に反応せざるを得ない体質

点についてもご意見をお聞かせ願いたい。

をこの間強めてきたのではないかと考えている。

それから次に志賀さんの報告に関わって、第一

しかしながら、すでに高度経済成長が終わって農

にお聞きしたいことは、新農政改革のなかで、法

業経営の展開方向が大幅に変わってきた（減反な

人化の推進ということを強調しているが、このこ

どが典型的）、そのような中で次に地域の農業シ

9
6
0年に全村法人化
とと関連して、中札内村では 1

ステムがどう変化していくのか、むしろ経営は大

が実施されているが、それがその後なぜ解体・再

きく変化したのに対してそれに対応する地域農業

編されてきたのか、それについてご存知のことが

組織が柔軟に再編しきれないというところに問題

あればお教え願いたい。それから第二に、酪農組

の所在を私は見いだしている。

織の機能として強調されている「与件形成機能」

さて、浅見報告であるが、非常に斬新な視点を

と「主体淘治機能」、このふたつの機能は中札内

提示したと思う。家族経営、営農集団などのさま

村における畑作の地域組織の中ではどのようになっ

ざまな地域農業を構成する組織、制度を取引様式

ているのか、つまり酪農という部門に固有なもの

のヴァリエーショ ノとして一元的に捉えている。

なのか、それとも一般的なものなのかどうか、と

その上で地域農業の組織化というものを純内部取

いう点である。第三に、中札内村のように、作目

引のネクサス化というかたちで定義されている。

別組織化が典型的に進んでいるタイプと南網走の

浅見さんの視点は現実の地域農業組織あるいは制

ような営農集団という組織化が進んでいるタイプ、

度の存在の合理性を説明するということに主眼が

このいずれかが今後の方向をリードするのではな

置かれている。だとするならば、先ほど私が述べ

いかと思うが、だとすればどちらのタイプを評価

たような状況、現実の地域農業システム、組織が

すべきかどうかをお聞かせ願いたい。

たちゅヵヽなくなってきて、さまざまな組織の形成
なり再編の問題が出てきている、この状況をどの

［コメント 2]

柳村俊介（酪農学園大学）

ように説明するのか、という問題が当然出てくる
のではないか。そこで、実際に地域農業の組織な

コメントに先立って「集落再編」ということに

りファクターの間に発生するであろうコソフリク

関する私の見解を述べておく。ご存知のように総

トの問題を説明しようとするのであれば、不完全

研の田畑さんが「農事組合型村落」ということを

であったとしても統合された経済システムという

言われた。実際に北海道では農事組合を下部組織

ものを想定しなければならないと思うが、このこ

として地域の農業組織あるいはさらに地域の社会

とを想定しているのかどうかを教えていただきた

組織までが形成されている実態がひろく見受けら

し'o

れる。私はこのような農事組合を基盤とした組織

それから次に志賀報告と浦谷報告であるが、こ

あるいは組織化は、高度経済成長期に地域農業の

のふたつの報告は地域支援システムというものを

単一化が進む過程でより強化されるかたちで進ん

どのように理解するのか、という点でかなり面白

でいったと考えている。農事組合は農協組合員の

い対照をなしていたと思う。志賀報告は農業経営
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発展（革新）と地域農業組織の形成・展開を相互

う位置づけていくのか、考えなければならないと

規定的な関係として想定している。そのなかで主

思う。そこで、担い手像について、各報告者のお

体淘治や与件形成機能を発揮する組織について強

考えをお聞かせ願いたい。

調している。すなわち経営と組織との相互規定的

第二に、地域支援システムを考える場合に、農

な関係である。ところが浦谷報告ではむしろ組織

協のあり方が問題になるのではないか。よく「農

というものを家族経営の限界を補完するものとし

協離れ」という言葉を耳にするが、実際に離れて

て考えている。取り上げた素材が違うといえばそ

いっているのは大規模な企業的経営なのではない

れまでだが、結局、このふたつは現在の地域農業

か。法人経営、企業的経営を担い手の中心として

システムの在り方をどのように考えていくのか、

据えた場合には、従来の平等主義のような農協の

ということを考えるにあたってのポイソトであろ

あり方が今後の地域支援システムのなかで問題に

うと思う。志賀さんの立場にたてば、現在の農業

なって来はしないか。その点について各報告者の

システムの再編という問題については、新たな経

お考えをうかがいたい。

営構造というか、経営の革新と連動しなければな

第三に、労働力の問題についてである。労働力

らない、ということになろう。これに対して浦谷

不足の要因として後継者なし高齢農家の増大、ま

さんの場合には、支援システムというものがどれ

た、農業の専門化、規模拡大、さらに既存作物の

だけ家族経営の限界をカヴァーし得るのかあるい

価格低下による集約作の導入、それに伴う集出荷

はし得ないのか、つまり支援システムの限界とい

施設の拡充などが挙げられると思うが、基本的に

うことが問題になろうかと思う。

は後継者を含む家族労働力や雇用労働力の確保が

また、志賀報告に対して、昭和30年代、 40年代

できるか、農業という産業が人的資源の確保がで

から始まった組織改変の流れの中で現在の動きが

きるか、という問題であると思う。他産業と比較

あるわけであり、そういった点を無視して中札内

して経営体として所得があげられ得るか、賃金を

村の教訓を一般化できるのかどうか、という問題

払えるか、労働条件が他産業にくらべて劣ってい

がやはりあるのではないかと思う。すなわち中札

るところをカヴァーできるか、といった点を新政

内村の事例の位置づけという問題であるが、それ

策でもうたっているが、このことが基本ではない

を踏まえて志賀さんが報告の中で出された論点が

か。個別の経営における年間労働配分をみると、

どの程度一般化できるのか、教えていただきたい。

ピークがいくつかあるが、これを担い手と地域シ
ステムと関連づけて考えると、一定の核部分に集

［コメント 3]

金岡正樹（北海道農業試験場）

約作物などを導入して高位平準化することで雇用
の長期化、内部化をおこなっていく。それができ

第ーに、支援システムがシンポジウムの中心的

るのは労務管理やリスク・マネジメソトが可能な

な柱となっているが、担い手像についても明確に

比較的大規模な企業経営が担い手として考えられ、

しておく必要がある。新農政では経営感覚の優れ

こういった経営しか残らない、つまり担い手が選

た法人経営、企業経営の創出路線というものがあ

別されていく、という問題があると思う。

る程度出てきたのではないかと思うが、北海道に

第四に、コソトラクターのような農作業の受委

おいても、兼業農家が半分を超えており、後継者

託組織は既存の組織、営農集団の共同機械利用組

なし農家が増加しているという現状がある。地域

織や機械銀行など、それらと比較してどうなのだ

支援システムを考えていくうえでもそれぞれをど

ろうかということである。第四点目とあわせて具

‑41一

体的に報告者の方に伺いたいのは、浅見さんは内
部組織の経済学を用いて純内部化ということを報

近目立ってきているのではないかと思う。
第ーに、地域支援システムと言う場合の地域の

告されたが、内部化によって労働力面では個別の

範囲についてどこらへんまでを考えているのか、

経営でおこなわれ、それに集約していくのか、ま

ということである。例えば、単協レベルなのかど

た、純内部組織はどのような問題があるのかお教

うか。

え願いたい。浦谷さん、志賀さんにおうかがいし

第二に、契約という言葉の概念整理が必要なの

たいことは、浦谷報告のなかで経営者機能で一部

ではないか、ということである。例えばコントラ

の農家で非常に差があるとか、志賀報告でも組織

クターといった場合、今までの「契約」という概

の消極面として農家間の格差をより拡大するので

念でいいのかどうか。

はないかとおっしゃられていたが、そのことが今

第三に、浅見報告では地域支援システム、イソ

後、組織を考えていく上で成立面、運用面で問題

セ ノティブシステムということで明瞭に整理・提

になっていくのではないかと思うが、そのことに

示されているが、これが今まで言われていた支援

関してお話しいただければありがたい。

システムとどこが違うのか、既存の理論を補強し
たのか、それとも新しいものを付加したのか、お

［コメント 4]

うかがいしたい。

長南史男（北海道大学）

第一の地域の概念についてはとくに志賀さんに
本日の 3報告について私なりにキーワードを整

与件形成のための地域組織というのは、今までの

理してみたい。浅見報告では内部化、純取引費用

単協レベルなのか、あるいは十勝で言えば十勝農

がキーワードになる。浦谷報告ではコ ノトラクター、

協連のような農協連といったレベルなのか、お考

これは言葉だけが先行している傾向があるように

えを率直にお聞かせ願いたい。

思うが、私はこれは契約であろうと思う。志賀報

第二の契約に関して、浅見報告でも純取引とい

告では主体淘治という言葉もあるがそれ以上に与

うものが強調されて、純取引のネクサスとして現

件形成という言葉が非常に特徴的であったと感じ

実にあるんだということですけれども、そういう

た
。

ことは結局は、地域の特殊性があるから合理的な

現実にもマーケティ ノグを自己経営内に取り入

のだという説明であったと思うが、そのときの地

れて、畑作農家が自分でマーケティ ノグをする、

域の範囲はどうなのか。例えばコソトラクターと

あるいは酪農家が自分で加工をおこなう、そうい

いうことになると、地域が小さすぎるとか、その

うことがごく当たり前のようになってきている。

ために採算ベースにのらない、すなわち契約のメ

それから報告にもあったように、粗飼料の収穫・

リットというものが生かされないのではないか、

鎮圧までをコ ノトラクターという概念でおこなう

という懸念を感じる。契約ということであれば、

という実態もある。こうしたことはどちらかとい

それは地域にとらわれず、どこでもいいというこ

えば、農家が先導し、それを農協が真似をする、

とになる。地域にこだわっている限り、既存の農

という傾向にあるのではないかと思う。もちろん

協システムなり、今あるシステムを超えるような

中札内のように配合飼料工場をみずから持ち、与

コソトラクターのメリットは生まれないのではな

件とされていた資材価格を変えていく、与件形成

いか、というのが私の疑問である。契約というこ

組織というものもあるかと思うが、どちらかと言

とを考えた場合に、コソトラクターが地域を超え

えば個々の農家のバイタリティーというものが最

て展開するという可能性が例えば根室であるのか
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どうか、この点を浦谷さんにおうかがいしたい。

度をつくりあげる起爆力を持っている、という証

また、最近の私の研究に引きつけて最後にひと

拠ではないか。もちろん今のシステムに問題がな

つだけ申し上げたい。最近数年来、乳牛検定事業

いということではないが。新農政で言っているこ

というものを中心に共同研究をおこなってきた。

とは地域性を重視して、地域性を重視するために

もともと乳検は個々の経営、酪農家、酪農家の奥

は分権的でなければならない、というのが私の考

さんがデ ノマークで観察記録を取る、そういうこ

えである。分権的な決定権をもっと地域に委譲し

とから始まったと聞いている。それがいち早く戦

ていく例が歴史的にも（例えばマル寒など）ある。

後、北海道の酪農で取り入れられた。現在は、北

つまり、そういった北海道らしい利点を生かした

海道の枠を超えて全国の家畜改良システムまで影

新しい要因を見つけていかなければ、北海道農業

響力を持っている。地域レベルから始まって、地

の進路というのは出てこないのではないか。そう

域でなければ利用できない情報の活用の仕方を工

いった意味で本日の報告、つまり内部化、契約、

夫しつつ、それが地域にとどまらないで全国的な

与件形成という方法を使えば制度を変え得る起爆

話になっていく、ここがまさに北海道が新しい制

剤になるのではないか、という気がする。

2
. フロアからの質問・コメント
［出村克彦（北海道大学）］今回の新農政の目玉

その点についてもお聞かせ願いたい。

は、法人組織を含めた新しい担い手をどうするか
というこであると思うが、もうひとつは農業の公

［千葉燎郎（北海道地域農業研究所）］シソボジ

益的な機能というか、最近よく言われる持続的発

ウムのテーマである新農政改革の「改革」の意味

展、そのような要素を今後の農業展開とどう結び

することは何か。座長におうかがいしたい。

つけていくかという環境問題との関わりがあると
思う。化学肥料、農薬の投入、家畜の糞尿処理の

［松木靖（酪農総合研究所現北海学園北見大

J2点質問したい。第ーに、担い手像と地域

問題など環境問題の解決は個別経営では法人経営

学
）

であっても難しい。このことに対しても地域支援

の関係あるいは地域農業の組織化という議論をす

システムが必要ではないか。浅見さんには企業の

る場合に、浦谷報告、志賀報告ではいずれも酪農

理論から、取引費用といった概念を用いて環境問

を対象として取り上げている。担い手と地域を結

題をどのようなかたちで整理できるのか、外部不

ぶ論理なり結節点について、酪農においてのみ現

経済の内部化ということなのか、お考えをお聞き

在議論し得る対象となっているのか、そうではな

したい。浦谷さんに対しては、例えばフリーストー

くて他の経営形態にも共通する部分をふたつの報

ルの導入などで大規模化していくと糞尿処理の問

告で議論しようとしたのか、座長および報告者に

題も当然あると思うが、そういったことに対して

うかがいたい。この点に関して浦谷報告では、コ

地域システムがどのように機能すべきか、お聞か

ソトラクターというものはかつて言われていた稲

せ願いたい。志賀さんについても浦谷さんと同様

作の請負組織、たとえば有名な明治トラクターな

の質問をしたい。また、中札内の地域システムの

どとどこが違うのか、この点についてもお教え頂

ような「強いシステム」とそうではない「弱いシ

きたい。第二に、農協の役割についてである。地

ステム」では環境問題の取扱いに違いがあるのか、

域農業、地域の組織化を考えたときに、農協組織
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との関わりがどうしても避けて通れないのではな

う認識になっている。ところが、農協というもの

いか。志賀報告では、農協や自治体は農業関係機

は、本当に前提としてあるいは制度として議論す

関ということで、これは生産者の組織とは別だと

べきものなのかどうか、あるいはそうせざるを得

いう、ある意味では前提だという取扱いがなされ

ないのか、これを詰めていけば最終的に地域支援

ている。浦谷報告では、展望のところで農協とい

システムというのは農協のところへ全部投げ込ま

うものの存在の前提として、コソトラクターの限

れていってしまうことになりはしないか。農協と

界に期待をするというような表現になっている。

いうものを前提としているのか、あるいは支援シ

浅見報告では、農協はオーソライズされたもの、

ステムのひとつと考えているのか、各報告者にう

ォーソリティとしてすでにそこにあるものだとい

かがしヽたし 'o

3. 座長の答弁
［臼井座長］どうもありがとうございました。報

識はあったのだろうと思う。そこで基本法のやり

告者の方々にお答頂く前に、座長に対する質問が

方を続けていったのではとても方向転換にはなら

あったので先に応じておきたい。新農政「改革」

ないということから、新しいボリシーの理念と方

とわざわざカッコをつけてテーマにつけた意図に

向性を出すということがあったのではないか。と

ついてであるが、農林省がこの言葉を使っている

にかく、危機的な状況を認識したという点につい

ということではない。基本法 30年を振り返ってと

ては異論の無いところだろう。それを共通認識と

いう副題がついているわけだが、かなり長期的な

してそれではどういう方向に改革をするかという

2
1世紀を展望した新しいパラダイムに立った政策

ことについて、新農政プランで言っているような

提起であるという意味合いが背後にあるのではな

こともひとつの方向性の提示だろうと思うが、そ

いかと考える。私どもがそのように受けとめると

れについてはまだまだ議論をしなければならない

きに、なぜこのようなものが今この時点で出てき

し、そうではない別の方向性というのはどのよう

たのか、これについて本文を読むと最初の方は 90

に考えられるか、さまざまあろう。シ ノポジウム

年セ ノサスのデータをいろいろと分析をした上で、

のテーマ設定はそういう立場にたっているので、

日本の農業全体が非常に落ち込みが激しくなって

特に新農政プラソに沿って、ということでは決し

いる、ということが示されている。農地が荒廃し

てない。また、そのなかで地域システムというこ

ていく、農家の数は減る、担い手はどんどんいな

とを焦点に置いたということについてであるが、

くなる、環境が悪くなる、そして農業に魅力を感

プラソのなかで使われている地域とか地域組織だ

じる若者がほとんどいなくなってきている。この

とか、地域政策、農村政策といったようなことを

ままでは農業は衰退の一途ということになるので

言っているわけだが、そこで言っていることと、

はないかという、そういう危機意識がプラソを出

北海道農業の中で私どもが担い手と地域というこ

す側に前提的な認識としてあったのだろう。おそ

とで研究してきたこととが一致しているとは到底

らく基本法農政において、農工間の格差の是正だ

思えない。プラソのなかで言っているのは、先ほ

とかいろんなことをうたってやってきたけれども、

ど出村さんが言われたような環境のこととかある

その通りにいかなくてやっぱり農業は落ち込んで

いは都市と農村の共生的な仕組みをつくるために

きた。これを何とかしなければならないという認

土地利用区分を見直すとか、リゾートとか中山間
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地域の景観を維持するとか、そちらの農村地域整

んの質問に関してだが、おそらく浦谷さんに志賀

備といったものが前面に出ており、これが地域政

さんにしても材料は酪農でやったけれども、普遍

策だというかたちで提示されている感が強い。そ

性を持つということを腹のなかに据えて報告なさっ

うすると、本日われわれが議論していることとちょっ

ているのだと思うし、それが当たり前だ。いずれ

とズレが感じられて、同じ地域あるいは地域組織

にせよ、酪農のことについても農協の役割につい

という言葉を使いながら、そのへんをどのように

てもコメ ノテイターのコメソトでも取り上げられ

整理すれば良いのか、このような点も含めてテー

ていたので報告者にはじっくりお答頂きたい。

マを設定したとご理解頂きたい。それから松木さ

4. 報告者の回答
［臼井座長］報告者の方に、コメ ノトに対する回
答をお願いします。

化に組織・集落再編がついていってないのではな
かろうかということについてですが、農業経営の
変化を与件変化ととらえ、農業経営の環境の変化、

［浅見（帯広畜産大学）］多くの方から適切な厳

特に市場条件、規模の経済を伴う技術進歩の急激

しいコメソトいただいたが、それぞれについて答

な進展のため旧来の農業経営とは全く違う方向に

えます。

向かっていると認識しております。そういった与

まず、矢崎先生からのご質問で、新農政下のも

件変化に対応する、つまりシュ ノペーターがいう

とで今後の農業の担い手についてどう考えるかに

「革新」を遂行する主体が何であるかという問題

ついては、新農政に関わらず担い手というものを

になります。そしてその主体こそが、担い手であ

シュンペーター流の経済発展を担うという認識の

り、法人経営・地域営農集団あるいは大規模家族

もとで考えています。新農政で言われる以前に本

経営であるとしており、そして集落再編が進まな

で発表しましたが、今後の日本農業を担っていく

いというのはその主体が個々の農業経営の変化に

のは、企業的もしくは農業経営ということであり、

十分対応できていないと考えております。

新農政の中で言うならば法人、営農集団というこ

これらの主体が与件変化にそぐわなくなってい

とになると思います。農業を考える際、家族経営

る状況を、集落内部のコソフリクト発生と説明す

という枠組みがあり、その場合、旧来の家族経営

ることが出来ます。取引の観点からすると、取引

の枠を越えたところの担い手ということになりま

費用を内部取引費用と市場取引費用の二つと考え

す。シュンペーター、東畑精一先生の言葉を借り

ることができ、これまで話してきた市場取引費用

ると、旧来の家族経営ではなく家族経営であって

とは別の内部取引費用がいわゆるマネージメソト•

も高収益•大規模経営、或いは法人・営農集団、

コストでありコソフリクトをいかに減らすかとい

さらには産地・地域組織として革新を担っていく

うコストであります。その内部取引費用の増大と

ものが担い手であるという認識です。

いうことがコソフリクトの増大であると私は認識

次の柳村先生からのご質問ですが、私は今後の

しておりますが、ここで問題になるのは、一つは

展開におきましても同様の枠組みで取引•取引費

組織の適正規模についてで、技術進歩を含んだ与

用の観点から考えております。その際の大きな問

件変化に対して対応可能な適正規模を現在維持し

題として、先ほど指摘された農業経営の大きな変

ていないことが、集落の再編が進行しない原因と
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考えます。規模の問題に関しては長南先生の質問

には市場取引であるのか純内部取引であるのかと

と関連しますので後ほど触れたいと思っておりま

いう観点からみており、外部化に対しても同様に

す
。

注目しております。
もう一つのご指摘として、企業の理論がどのよ

第三番目の金岡先生のご指摘についてですが、
まず労働の内部化ということに関して長期的に属

うな新しいものとして示されているのかというこ

用労働を家族経営の中に内部化して発展していく

とですが、私は地域組織内の相互の協力態度とい

過程も考えられますが、この場合二つの手段が考

うものが働く構造をここでは地域イソセ ノティブ・

えられると思われます。一つは現在見られる営農

システムとしております。これは京都大学の藤谷

集団的な発展方法、人的結合がそれぞれ平等な立

先生等が言われている農協の組織化力に準ずるも

場にある組織、一つは一種のヒエラルキー的構造

のを指しておりますが、従来は非常に漠然とした

を持った組織として展開していくもの、後者は法

ものでありました。企業の理論の中ではそれをイ

人営農集団とは全く異なる発展をしていくと思わ

ゾセ ノティプとして扱っており、これが個人が組

れます。

織にとどまるかどうかを決定するものであるとし

特に欧米などに見られる大規模経営においては

ております。本報告においてはこのイソセ ノティ

マネージャーが存在し、さらに雇用労働者を大量

プの概念から考えた場合出てくる新しい観点に注

に扱うなど企業的な経営が発展しており、今後日

目して、それを 5つばかり取り上げました。

本においてもその様な形態が生まれてくることが

もう一つ契約の概念に関しても触れたいと思い

予想されます。ただ家族経営が支配的な日本にお

ます。私はその関係をプリソシパル（依頼人）＝

いて、その様な形態が主流になるとは考えにくい

エージェ ノシー（代理人）としてとらえておりま

と思われます。

すが、特にコ ノトラクターはその典型であると考

第四番目の長南先生のご指摘についてですが、

えております。この概念の下で長南先生からもご

内部化ということで私の報告をとらえられたよう

指摘があったコソトラクターの規模の問題を私は

ですが、私は内部化にのみ固執しているわけでは

取り扱っております。コソトラクターの設立に際

ありません。内部化という問題が発生していくこ

し地域にこだわる限り、あるいは内部取引にこだ

とを、なぜ市場という大海の中で企業という島が

わる限り規模の経済・範囲の経済を十分に享受で

創出されるかといったイメージでとらえることが

きない。コソトラクターが地域の枠組みを越える

でき、企業の理論によると、取引の内部化により

場合は、規模の経済性は享受出来る。しかしなが

企業が創られるということになりますが、逆に内

ら一方では取引相手を見つける困難性、契約の継

部取引では規模と範囲の経済を十分享受できない

続性など取引に関わる問題が発生することが考え

ということになり、これはコソトラクターの適正

られます。私は規模と範囲の経済、取引費用これ

規模の問題、組織の適正規模の問題に関わってき

ら二つの観点から適正規模というものを考えなけ

ます。特に家族経営の中では規模と範囲の経済を

ればならないという認識を持っております。

十分享受できないことなどから内部化の印象が強

最後に出村先生から出された環境問題について

かったと思われますが、同時にその場合には高橋

ですが、まさにこれは外部経済の取引化、市場の

先生などがいわれているスクラップ・アソド・ビ

失敗の問題です。これは取引費用の増大が市場の

ルドの考え方で、ある経営内部の機能をスクラッ

失敗を生むということであり、典型的には糞尿等

プして外部にビルドする、そしてビルドする場合

の循環農業の形成が挙げられます。経済学ではコー
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スの定理などで外部経済の取引化が取り扱われて

り、このような酪農家が増える傾向が続きますと

おり、環境問題をそのような概念でとらえ、今後

多頭化というものは逆効果になってくると思われ、

の課題とさせていただきたいと思っております。

経済的には豊かでなくても経営者の納得のいくよ
うなマイペース型あるいは低投入型が支持される

［浦谷（根釧農試）］最初に、矢崎先生からの担

でしょう。こういった傾向の下で支援体制のあり

い手についてのご質問について答えます。具体的

方をどう考えるかというご指摘がありましたが、

な姿として特に酪農を中心として考えていきます

それに対しては、私が申し上げた仕組みの中であ

と、おそらく家族経営がそれにあたると思います。

る程度このような傾向に対応していく部分がある

ただ、先程の浅見先生のお話にもありましたが、

のではないかと考えております。

特にマネージメ ノト能力は今後更に高度なものが

柳村先生からと、金岡先生からも農業の担い手

要求されていくことが予測され、その要求を満た

に関するコメ ノトを頂き、これに関しては先に触

す経営のみが生き残っていくと考えております。

れましたので、もう一つの外部の労働力をどのよ

付け加えたいこととして新農政の中では、家族経

うに確保していくかということについて答えます。

営が順次法人化していくべきだということが言わ

以前、畑作あるいは稲作地帯において嫁さんを確

れ、担い手像を法人経営としていると考えられま

保するための組織がなくなったというような話を

すが、農業地域組織が存在している中で、組織内

されたと思いますが、酪農地帯に関しては多少状

の経営体に一般企業のように雇用労働者が出入り

況が違います。私の知る限り酪農地帯ではそのよ

するということについて若干の疑問も抱いており

うな組織は存在しなかったと思います。そのよう

ます。

な酪農地帯において担い手を確保するために、一

矢崎先生の方からは、多頭化酪農経営の不安定

つは多頭型酪農を考えておりまして、朝晩の搾乳

性に関わる問題で中小規模・低投入経営を再評価

作業に近くの町の主婦を雇用する、いわゆるパー

するべきではないかというご指摘をいただいたの

トタイムですが、このような動きが最近一部で見

ですが、私自身は多頭化経営は経営としてみれば、

られております。これが地域として組織化されて

負債問題がない場合は多頭化経営は比較的安定的

いるという事例はありませんが、この傾向がさら

であると考えております。もちろん労働力に関し

に広がれば、いずれ組織化されたものが出来る可

て不安定な部分はありますが、これは受託組織、

能性があり、組織による担い手の確保が考えられ

ヘルパー組織など支援組織によってカバーされる

ます。

のではないかと楽観的に見ております。中小規模

次に農協のあり方について松木さんからのお話

酪農の問題に関しては、報告の中でも申しました

がありましたが、どちらかというと農協と地域支

が、私どもはこれからの酪農は産業としてのイメー

援組織というものはやはり性格の違うものである

ジを持って考えていかないと生き残れないのでは

と考えております。というのは農協の持っている

ないかという懸念がありまして、力強い経営のた

機能というのは非常に多面的なものであり、地域

めに積極的な規模拡大をしていかねばならないと

全体をカバーするサービス提供が建て前でありま

思っております。ただ酪農家の中には、他の仕事

すが、それに対してここでいう地域支援組織は機

から転職してきてたり、脱サラなどによる新規営

能、場合によっては対象が限定されうる性格を持っ

農者がおりまして、彼らを見ますと独特のポリシー、

てきます。そのためには、農協が前提となって地

生活スタイルを持って酪農の職に就いたようであ

域支援組織が形成されるいう答えが妥当ではない
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いてですが、酪農経営において特にこれから大き

かと思っております。
次に長南先生のご指摘にありました、契約の概

な問題になってくるのは糞尿処理がうまくいかな

念についての整理の必要性についてですが、私自

＜汚染につながることであると思われます。現実

身まだ全体としてそれをまとめることは出来ない

0
0頭またはそれ以上の大規模経営の場合、大
に1

のですが、契約について考慮した場合、ポイソト

量に出た糞尿を自分で処理する作業が大変な負担

になることはいくつかあると思っております。そ

になってきているといえます。現在一部ではこの

れを 4つほど挙げますと、一点目は委託側受託側

作業が受委託の中で取り組まれており、受委託組

が契約内容を明確にし認識しあうこと、この場合

織の仕事のなくなる冬期間にこの糞尿処理作業が

には当然その中にペナルティも含まれます。二点

なされているとのことです。冬期間に仕事がない

目は契約内容・ペナルティに関して両者の合意の

ことが受委託組織にとってネックでありましたが、

もとで変更可能であること。三点目としては両者

冬期間の糞尿処理は運搬面で非常に仕事がしやす

は本来対等であるべきでその中で相互信頼関係が

いという面があり、これはむしろ歓迎されている

築かれる。四点目として契約に関するトラブルが

ことになり、ある意味では環境問題解決への貢献

発生したときそれを公平に解決する第三者機関・

と考えることもできるのではないでしょうか。

組織が必要になること。このような条件下で契約

松木先生の方から私が話をした酪農地帯のコ ノ
トラクターは府県のものとどのように違うかとい

が意味のあるものになると思っております。
また契約は、地域にこだわらない方がメリット

う質問がありましたが、例に出された愛知県のケー

を生かせるのではないかというご指摘があったと

スについて私自身実態を把握しておりませんので

思われますが、私自身の考えが少し実態に縛られ

詳しくは申し上げられませんが、基本的には府県

ているかもしれません。最近各地で発生している

での稲作畑作地帯に見られるものとは性格が違う

コソトラクターは初発段階で、まだしっかり定着

と考えております。一般的に府県の稲作について

していない状況でありますので、先ほど話しまし

は主に兼業農家・高齢化農家が規模拡大をめざす

た信頼関係を考慮すれば、契約相手の顔が見える

農家に委託する構造であるといわれていますが、

ということは非常に重要な要素であると思ってお

酪農地帯では作業の一部を委託するつまり分業化

ります。企業は利潤最大化のため本来幅広く自由

の進展に伴う委託である構造にあり、両者の委託

に経済活動を行い地域に制約されることが少ない

構造に違いがあるということです。

かもしれませんが、実際に零細企業が支配的な根
釧地域において、地元に根付くことはコ ノトラク

［志賀（北海道大学）］まず、担い手をどのよう

ターがこれから発展するためには重要な要素です。

に考えているかということについて答えさせてい

また今後コソタラクターが各地で拡大、業務内容

ただきます。私が組織の紹介で 6つ挙げた購入・

の拡張をなされた場合でも一般企業のような自由

生産に関わっての技術習得・情報活用・販売をど

委託契約の締結は困難ではないかと思っており、

のように考えるかという農業経営の再生産を念頭

やはり地域に限定されたものになってくる気がし

におき、その部分で今までと違った動きをしてい

ます。このことに関して勉強不足でありまして十

く、私流にいえば高位平準化の機能を持っている

分な回答が出来ないのですが、今後更に検討した

個別経営を担い手と考えたいと思っております。

いと思っております。

私自身、家族経営・法人経営というものを形態と

次に出村先生からご指摘があった環境問題につ

してしかとらえていないので、どちらかのメリッ
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トが強力に発揮される法律的変化がない限り、と

的に自分の与件を形成し、主体淘冶を図って行か

りあえずは

とはそれぞれの局面で今ま

ないと競争には負けてしまう。そういう意味で畑

でと違った型で取り組みを行っていく経営と考え

地型の酪農地帯で、こういう組織が出てきやすい

おります。

のではないかというのが第二の仮説です。そうい

担い手

しかし、現実はそういう経営だけではなくて、

う意味では酪農専業地帯、稲作専業地帯では、特

例えば、第二種兼業農家とか高齢農家が存在して

定の時期をめぐって、それぞれ肥培管理、飼養管

おります。これらの経営が農業から撤退するよう

理技術の変化があったときにはそういう動きが出

な客観的条件があれば、それは考えなくてもいい

てきますが、全体的には地域的な特性が出てきや

のですが、現実にはそのような条件が無いことか

すいと思われます。これは仮説ですが、以上の理

ら、彼らは農業から撤退できないのです。したがっ

由から本報告では中札内の酪農経営を取り上げま

て現状では、それらの経営も含めた形で

した。

担い手"

を考えざるを得ない、というのがもう一つの私の
考えであります。

次に地域の範囲に関わってということですが、
私はあくまでも個別経営の展開を基礎にして考え

そして、私の報告に関してのコメソトで一番大

ますので、経営が関わる購入から販売までの経済

きな点だったと思われるのは、一般化に関するこ

システムを、その範囲と考えます。ただ範囲とし

とで、特に経営形態上の特徴、地域的な特徴とい

て単協は合理的でありますが、近年の各地の薩菜

うのがどういうことなのかという指摘があったと

等の取り組みがあるところでは、単協単位だけで

思いますので、この 2点について回答させていた

販売のメリットが発揮できるかどうか、そういう

だきます。

場合はその範囲を超えることが有り得ることを付

報告の最後に成立の客観的な条件ということで、

け加えておきたいと思います。

新規技術の導入とか、他の形態との競争的な条件

私がいう地域組織の中になぜ農協が含まれてな

を取り上げました。経営形態別で考えると酪農が

いかについてですが、•私はあくまでも地域組織自

いろいろな飼養管理技術の併合を含めて、一番動

体に主体性や展開条件の形成を図っていくもので

きが出てきたと思っております。その意味で、私

あり、個別経営は以前よりもレベルアップしてい

が取り上げたような生産者組織が、最も出てきや

ると理解してるのですが、地域のすべての経営が

すい状況があったのではないかということが、酪

組織に加入して協調的な行動を取っていないとい

農を対象とした積極的な意味での仮説であります。

うのも事実です。この場合、農家の選別的なもの

もう一つは地域性に関わっての点ですが、今回

に結果するということがあり、逆にそういうもの

の報告で申し上げられなくて失礼しましたが、中

を意図的につくって分解させるのも、手法として

札内の酪農家は畑作農家の中に点在する形で立地

は可能でないかと考えます。つまり、その使い方

しております。隣に位置する更別村などを取りま

が非常に大事だと考えます。浦谷さんのコメソト

すと、酪農が立地する地域と畑作だけの地域とい

に対する回答の中で、浦谷さんは農協を支援シス

うようにかなり明瞭に分かれます。そういう地域

テムと考えられていないようですが、私は農協は

でないほうが新しい作目部門が入ってきて儲から

本来は典型的な支援システムでないかと思ってお

なかったら畑作に転換してもいい、だけど転換し

ります。しかしながら、あえて今回の報告で取り

ないでそこで酪農をやるというのは近隣の他の形

上げなかったのは、それを入れるとかなり混乱が

態と競争関係にある。そのような地域では、積極

起きると考えたからです。ここで農協を取り上げ
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ると、共済組合、農業委員会、普及組織等それぞ

地域組織を農協と別に存在するものであるとして

れに対して考慮しなくてはならなくなります。そ

おります。

ういう団体は法的な規制がない、ところが活動の

最後に環境問題についてですが、今の農業経営

範囲には制限を持ち、それぞれ分担関係にあるよ

は環境を検討して、それに対策を講ずることがで

うな形での活動での範囲限定がある。農協を地域

きるぐらいの余裕はないと考えます。しかし、例

組織とした場合、それらの複雑な制約や関係を説

えば糞尿処理の問題が法的な形態として取り上げ

明しなくてはいけなませんが、それをいれて説明

られれば、地域的な取り組みを含め地域組織の中

しなくても現実的には説明が付くと考えたので、

で考えていかざるを得ないと思います。

5
. 総合討論
［臼井座長］コメ ノティター以外にもフロアから
いくつかの質問が提示されていますが、特にその

［志賀（北海道大学）］

中でも三人の方からの質問を拾いまして議論を整

集落の問題や法人化に関するものは柳村さんの

理していきたいと思います。まずは中央農試の長

論文で説明されているので、ここではリーダーと

尾さんの志賀報告対する質問からお願いします。

いうものに絞ってお答えします。ご承知の通り中
札内では地域循環システムや全農家の法人化に関

［長尾（道立中央農試）］私は、中札内において

しては、梶浦元組合長が強力なリーダーシップを

企業的経営がある程度発展してきたのは農事組合

取ったと一般的には評価されています。しかし、

を解体して少人数の組織を創って経営形態が変化

農協がやったことということであれば、他の町村

してもそれに対応できる基盤を作ったからではな

もリーダーシップを発揮すればやれるものと考え

いかと理解しておりますが、その過程においていっ

ます。実際には、農家段階で対応策を作りながら

たい誰がこのような奇想天外なことをやってのけ

やったというところに、あのような展開が出来た

たかということが疑問です。

基礎を見るべきではないかと思います。先ほど言

また、一般的に集落の中から形成される支援シ

われたような強力なリーダーの存在だけを提起す

ステムの過程が他の地域に当てはまると思われま

ると、片寄った見方しかできないのではないかと

すが、本報告の中では集落ではなくて農家の主体

思います。

的な生き生きとした意見が反映されているという
ことであり、このような違いの説明をお願いたい。

［臼井座長］次は土井さんからの質問お願いいた
します。

［臼井座長］中札内を事例にして、支援システム
を論じたとしてもそれは余りにも地域的な特殊条

［土井（北海道大学）］浦谷さんの根室における

件、個性的なリーダーがいたという特殊条件に支

実態調査報告の表 12についてですが、料金設定

えられて成功しているのであり、新農政のひとつ

方法に注目すると農協主導型に右へ倣いの傾向が

の論理として考えられないのではないかというご

あるというようにも受け取れますし、事業形態に

意見だと思いますけど、これについて説明をお願

おいてかなり収益に差があるようです。

いします。

ここで特に関心があるのは受託事業体と農家と
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の関係なのですが、以前私がアメリカヘ視察へ行

から企業へ外部化された時に、当然農家は労働力

きコソトラクターの状況を調べた際、農協であろ

が省力化され、支援システムのほうに労働力の問

うと企業であろうと料金の面で非常に競争的で、

題が移行していくと考えます。それで、根釧では

また請け負う側も多種多様な仕事をこなしており、

コソトラクターで働いている方の年齢、社会的階

これが本当に農家なのかという印象を持ったこと

層はどうなっているのでしょうか。さらに、その

を記憶しております。浦谷さんの報告の中で扱わ

ような労働者は地域的に見て社会的に再生産され

れている事例では現在萌芽的な状況であると思わ

る条件はあるのか教えていただきたい。

れますが、実態として浅見さんの報告にありまし
た継続的取引の形態が広く存在するのでしょうか、

［浦谷（道立根釧農試）］それぞれの地域によっ

それとも競争的な関係にあるのでしょうか。簡単

てまちまちですが、例えばA農協では実際の作業

にご説明お願いします。

にあたっては、農協職員が 1人と、機械セ ノター
から 1人、その他 1人の職員を調達しています。

［浦谷（道立根釧農試）］一つは実際の受委託の

さらに足りない分を、臨時雇用として、比較的家

ようす、表 1
2でいきますと A農協（農協直営型）

に余力のある農家から人を 1名調達しています。

と、農協主導の B機械工業はペアです。つまり A

1人ぐらいなら農家から調達する可能性はありま

農協が直営すると同時に B機械工業に対して、農

すが、それ以上人数が増えると難しいです。 D

協として委託費用をまとめたおよそ半分ぐらいを

業の場合は、臨時雇用はいずれも農家で、職員と

B機械工業に再委託する型になっています。別海

して雇われている人は、中には農家をやめた若い

町の中でいくつか競争的なものがありそうですが、

人もいますし、他の農協以外の仕事をしていた若

顧客の奪い合いはありません。特に、 A農協と B

い人もいて、 20
代から 30
代のひとがほとんどです。

機械工業は、 5ヶ年計画という前提でやっていま

浜中の B開発も臨時雇用の 5人位は、受託サイレー

す。その中で一部抜けたり、入ったりという更新

ジの調製期に 1、 2カ月臨時的に届われますが、

もありますが、いまのところ組織の動きは固定的

全員女性で農家の若い主婦であり、ある程度継続

です。おなじく別海町内の C重機ですが、これも

的に、雇用する可能性はあるのではないかと思っ

仕事を始めたときに何戸か確保した相手が今も続

ております。

エ

いている状態で競合はありません。 Bのほうは浜
中ですが、これも競合はありません。農家のやっ

［臼井座長］様々な問題点・論点が出てきまして、

ている分についても割と固定していて、今のとこ

回答の方もまだ答えきれない部分があったと思わ

ろは競合しておらず競争的な環境ではないといえ

れますし、また 3人の方の意見もそれぞれ異なる

ます。しかし、これからの状況については正直言っ

点もございまして、シ ノポジウムテーマである地

て分かりません。

域組織、地域支援システムのもとでの農業の担い
手をどのような方向で考えていかねばならないか

［臼井座長］

という課題は依然として残っていると感じており

それでは次に泉谷さんお願いします。

ます。家族経営、マイペース酪農形経営の位置づ
け、また経営形態論に経営の類型化よる担い手の

［泉谷（北海道大学大学院）］浦谷さんへの質問

模索等が議論されてきましたが、浅見さんの報告

なのですが、私は支援システムというように農家

の中ではそういう枠組みを超えて担い手の性格を
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論じられ、同様に浦谷さん、志賀さんの報告の中
でも内部的な性格というものが取り上げられ、こ

［志賀（北海道大学）］農地の流動化は、所有権
自体が問題になってきます。つまり所有権の移転

れから議論が深くなっていくと思われます。
今まで出てきていない議論としまして、担い手

の問題ですが、私が考えている地域組織、生産者

を考える際の構造問題、つまり農地に関わること

組織という点からは、所有権の移転問題に関して

として、新農政プラソでかなり色濃くでている論

積極的な視点が出てこないと思います。ただし、

点である地域組織、地域支援システムという中で

酪農事業部会などで取り上げていかないといけな

の農地問題、農地の流動化という点についてどう

いとも思っております。というのは、荒廃地化が

お考えか、私の方から 3人に見解をお願いしたい

かなりでてくるという状況の中では、個別経営に

と思います。

とっては、よその経営が荒廃地化していても問題
ないのですが、地域としてみた場合、いかなる対

［浅見（帯広畜産大学）］土地という地域に存在
する資源を、いかなる資源配分機構によって配分

策を講ずるかということになりますので、私はか
なり地域的な荒廃地化が進むと思います。

するか、それが資源配分の最も基本である市場配

このように申しますのは、浦谷さんの報告にあ

分機構によってはうまくいかない。それが農地の

りましたように、かなり労働時間的に現在の経営

流動化がうまく進まない問題だと考えております。

は限界にきているという現状において、個別前進

ではどうすべきかといいますと、市場にまかせず

的な動きだけだとそういうものは解決することは

に、もしできるならば完全に地域全体を一つの会

非常に困難であります。その関係で、農地の流動

社としてしまえば自由に資源配分できますが、意

化が問題になるのが北海道だと思います。府県の

味のないことです。では何が行われるかというと

ほうは、現状をあまり理解しておりませんので、

純内部化取引です。つまりそれぞれ独立している

コメソトは差し控えます。

農業経営間で取引をおこなうわけですが、単に市
場メカニズムに任せるのではなく、地域に存在す

［臼井座長］時間的に余裕がなくなりましたので、

るイソセ ノティプシステムを利用して適正な資源

本当ならば地域担い手と地域支援システムという

配分を達成して、その結果として規模の経済を実

ものが、新農政改革と言われるものを通して、ど

現していくことが必要になってくると思います。

ういう評価を部分的にでも下したらよいのかとい
うことを論議したいと考えていましたがここでの

［浦谷（道立根釧農試）］酪農地帯の状況を申し

議論は控えさせていただきます。最後に新農政に

上げますと、供給側では高齢農家、小規模農家が

ついて簡単に定義しておきたい方は意見を述べて

見込まれます。もう一つは、本人にそういう意志

下さい。

がなくても、負債問題のために離農せざるをえな
いことがあります。この 2つはかなり違った意味

［出村（北海道大学）］地域支援システムがなぜ

あいを持っている面があります。前者はそれほど

必要かということについて、志賀さんが、今の酪

問題になりませんが、後者は、離農の際に負債の

農家にはそういう公害問題を解決する余裕がない

かたをつけないといけない。それを最終的にどこ

と言われましたが、まさにその通りだと思います。

にもっていくかというと、土地になってしまうの

ですからこそ、農業は公害問題を内部化して処理

です。

しようという目的のためには地域支援システムが
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必要であると思います。これからの農業は環境に
やさしいものであるということですが、私として
も環境問題を解決するという自浄能力を農業の中
につくっていくのが必要だと思うのですが志賀さ
んどうでしょうか。
［志賀（北海道大学）］私も必要だと思いますが、
今は余裕がないと言ったのは、つまり、環境問題
に取り組んで、それによってプラスに転ずるよう
な経営者をそれに取り組ませるようなインパクト
はないという意味です。

（録音状態が悪く議論の一部を収録出来ませんで
した。編集委員会）
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